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町内会員みんなで、近所の未加入者に加入を呼びかけましょう。

TEL(099)257-7161  FAX(099)258-9196
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　令和４年度は、各衛生組織の連絡協調を図りながら、その健全なる発展を促進し、生活環境の改善向上を期
するとともに、住みよいまちづくりのために、次の事業を推進する。
１　地域ぐるみで自主的に美化清掃の推進に努める。
２　分別の徹底、減量化・資源化、ごみ出しマナーの啓発に努める。
３　犬・猫の糞害防止の啓発活動の推進を図ると共に、ねずみ、衛生害虫のいないまちづくりに努める
４　不法投棄防止の啓発活動の推進を図る。
５　校区（地区）環境診断、校区（地区）研修会等の開催を推奨し、美しく快適で住みよい地域づくりと、相
互の連絡協調を図る。
６　未加入団体（町内会未加入者を含む）の加入促進を図る。
７　大会等の開催
８　市委託事業の受託

令和４年度定期総会

事　業　計　画

２３，２５４，０００円

公益目的事業費
7,468，000

32.1%

公益目的管理費
10,071，000

43.3%

収益事業支出
5,715，000

24.6%

地区負担金,
5,460,000 

23.5％

市補助金, 
10,668,000

45.8%

県助成金,310,000
1.3%

広告料,600,000
2.6%

預金利息, 1,000
0.1%

納骨堂管理業務委託
5,115,000 

22.0%

繰入金　1,100,000
4.7%

予　算

収　入 支　出

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、総会で議決する事業経過報告・決算の承認及び令和４度
事業計画・予算等（第１号議案～第７号議案）は、書面表決の方法での開催となりました。
結果は、代議員数908に対し、承認871で、いずれも原案どおり可決されました。（令和４年５月20日付で、
各単位団体長様宛に報告済）
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ごみステーションは、町内会が設置・管理しています。みんなできれいにしましょう。

入会
鹿児島市内在住の
60歳以上の方

高齢者の経験と能力を地域社会に活かす高齢者の経験と能力を地域社会に活かす
元気な会員さんを募集しています。元気な会員さんを募集しています。

派遣 / 保育、調理補助、食器洗浄、商品陳列 など

　生活環境改善功労者として、広木校

区田上町広木中央町内会長：米盛司郎

さん・伊敷台校区伊敷台中央町内会

長：三原美智子さんが、15年以上の

永きにわたり地域の環境美化に貢献さ

れましたことに対しまして表彰状が贈

られました。新型コロナウイルス感染

拡大防止のため鹿児島県で伝達式を行

いました。

　市資源政策課と市衛生連正副会長との意見交換テーマは、「町内会未加入者

のごみステーション利用等について」当連合会には、現在747団体が加入して

おり、地域のごみステーションの設置・維持管理を行っている。

　町内会未加入者のごみ分別の不徹底、ルール違反等について、町内会では大

変苦慮していることから、市に意見を示した。すぐには解決できることではないため、今後も意見交換を開催

していきたい。

環境大臣表彰受賞者２名　おめでとうございました。

令和４年度　市との意見交換会議
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わたしたちのまちは、みんなできれいにしましょう。

⑷

紙製クリアファイルを
作りませんか？

※脱プラでエコなホログラム加工
表面のコーティングは、UVニスを使用しているため、
紙としてマテリアルリサイクルが可能。

℡099-214-3757 〒899-0041鹿児島市城西2-2-36
株式
会社

徹底した印刷の環境配慮
GPマークを取得しました
グリーンプリンティング

鹿 児 島 初
詳しくは下記までお問い合わせ下さい。　  

ヤマ ゲ080-8552-6758（担当 山華）

Ｑ

Ｑ

A

A

A

A

Ｑ

Ｑ：「ごみ出しカレンダー」は、どこに行けばもらえますか？

：市内の郵便局、市役所本庁、各支所総務市民
課（谷山支所は総務課）に置いています。詳
しくは、資源政策課（☎216-1290）へ

：「ごみ飛散防止ネット」や曜日ごとの「ごみ出し看板」は、どこで
もらえますか？

：市役所の、清掃事務所（☎238-0201）・および南部
清掃工場（☎261-5588）又は吉田、桜島、喜入、
松元、郡山支所の総務市民課に連絡してください。

：ごみステーションの啓発用「看板」・「のぼり旗」は、どこに行けばも
らえますか？

：町内会を通じてお渡ししますので、市衛生連事務
局（☎216-1467）にご相談ください。

：ごみステーション美化推進活動で、立哨するときの黄色い腕章は、
どこでもらえますか？

：美化推進員の黄色の腕章は、市衛生連の事務局
（☎216-1467）又は谷山支所の環境衛生課谷山
分室（4F）に準備してあります。

「ごみ」のこと教えて 衛生連さん
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私たちの地域で　地球温暖化対策に努めましょう。

⑸

鹿鹿鹿児児児島島島市市市鴨鴨鴨池池池 111 丁丁丁目目目 222555 番番番 111 号号号    ☎☎☎   000999999---222555777---111888888111   
循循 環環 型型 社社 会会 へへ 向向 けけ てて 実実 行行 企企 業業

「世界遺産　寺山の森再生プロジェクト」
鹿児島市教育委員会　文化財課　世界遺産保全係

　令和４年５月28日、世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」
の構成資産「寺山炭窯跡」の隣接地で、植樹イベント「どんぐ
りの森づくり体験」を開催しました。令和元年７月、大雨の影
響で発生した土砂崩れによって失われた植生の回復を図るもの
で、当日は約 900本のどんぐりの苗を植樹しました (写真上 )。
　被災前の斜面には、木炭の原料に適したシイやカシといった
どんぐりの実る樹木がたくさんありました。「寺山炭窯跡」と
聞いて、石造りの炭窯をイメージされる方は多いと思いますが、
実は、世界遺産の範囲は炭窯だけでなく周辺の「どんぐりの森」
も含まれているのです。
　今回のイベントは、「世界遺産　寺山の森再生プロジェクト」
の一環として実施しました。このプロジェクトは、寺山の周
辺でどんぐりなどの種を拾い、育て、被災斜面に植樹するも
のです ( 写真下 )。必要な苗の数約 4,500 本。令和７年度の
植樹を目指し、吉野地域の小学生をはじめ、多くの市民の皆
様にご参加いただいています。
　参加者の皆様が、文化財の保全、地域生態系や生物多様性、
ひいては今回の災害の背景にある気候変動や地球温暖化の
問題についても考えるきっかけになるような取組にしたいと
思っています。

令和７年度に植樹予定の斜面地 (赤線部 )

「森づくり体験」の様子 (R4.5.28)
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ポイ捨て禁止！　ルールを守ろう。

『コロナ禍の中の町内会活動』
� 吉野町東菖蒲谷町内会　仮屋　耕二会長

１　美化活動・ごみステ－ション整備について

吉野町東菖蒲谷町内会は、畑や山に囲まれた自然豊か

な吉野町の奥まった地域にあります。

世帯数は 750 世帯、町内会加入世帯は、350 世帯で、

従来は、500 世帯に満たない町内でしたが、5～ 6年

前から、住宅地化が進み世帯数は増加の一途を辿ってい

る現状で、市内の町内会の一番の悩みである加入率は低

くなる一方です。

そのような状況下、又コロナ禍の中で町内会活動の基

本である、『安心安全・住みやすい町づくり』の一環として、2020 年から 2022 年の 3年計画で町内会が

維持管理をしている 25ヶ所のごみステーションの整備に取り組んでいます。

私有地の提供やごみステーションの整備には、多くの方々のご協力を賜り３年間で 15ヶ所の整備を図

ることができました。特に町内で永年、障害者福祉施設を運営されている、『社会福祉法人・青鳥会』には、

ごみステーションの整備にご協力を頂いています。

２　ごみミステーションの「ナンバリング化」について

町内会で維持管理しているごみステーションを町内会役員で担

当箇所を決めて立会指導や管理に努めています。それぞれのごみ

ステーションを利用される会員や担当役員の意識付けを図るため、

耐久性の強い特殊塗料を施したアルミ製のプレートを全てのごみ

ステーションに取り付けてナンバリング化し、このことで、ごみ

ステーションの設置個所が明確化になりました。

左記の写真は、『気持ちよくごみ出し出来るごみステーション』

を念頭におきながら、町内会で作成した看板です。会員、地域の

皆様と力を併せ、継続して美化・整備活動に取り組んでいきます。
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ごみ減量　マイバッグからはじめましょう。

３　寺山文化事業『寺山の森を育てよう・守ろう！』と地球温暖化対策事業

町内会には 2015 年 7月に世界文化遺産指定を

受けた『寺山炭窯跡』があります。2015年秋から、

町内にある班を 12に編成して毎月最後の日曜日

の午前 9時から１時間程度　炭窯周辺の清掃作業

を続けています。

2019 年 6月末、7月初めの大雨による土砂災

害で炭窯跡は崩落しましたが、今年、周辺整備工

事を終えて、今年度いよいよ炭窯本体の復元工事

が始まります。3年間炭窯周辺の清掃活動は出来

ませんでしたが、寺山文化事業として始めた勉強

会は、今や町内会の主力事業として様々な取り組

みを続けて参りました。

４「森を育てよう・守ろう！と地球温暖化対策事業」への取組み

2021 年 7月に『あいご会夏休み自由研究』、10

月に『女子部主催勉強会』、11 月に 60 歳以上の

『しょうぶ会勉強会』を実施しました。3回の勉強

会の講師には植物学の寺田仁志先生と市文化財課

の藤井大祐主査を招き、炭窯周辺の森の植生や歴

史について学び、又少年自然の家の森での郊外学

習で、どんぐりを拾いどんぐりの苗木作りについ

て講習を受けました。また、小中学生と父兄、一

般及び 60歳以上の高齢者に加え、町内にある施設

職員と『森を育てよう！守ろう！』事業が地球温暖化対策にも繋がるとの理解と認識をいたしました。市衛

生連の会長、事務局長も参加して 3回の勉強会参加者は、115 人を数え、どんぐりの成長は早く植樹して

10年程で樹高が 10ｍにもなり、成長期の光合成も盛んで地球温暖化対策へのアピールに大いに期待でき

ると考えます。

『寺山の森事業』を町内会の事業から市衛生連地球温暖化

対策専門部会の事業へと繋げ、今年 10月の環境未来館での

環境フェスタかごしま 2022 で、どんぐりの苗木配布等を

通して、地球温暖化対策への重要性を一人でも多くの市民の

皆様に伝え、関心を高めて頂けるよう努めて行きたいと思い

ます。子供たちの将来のために今やるべき事に一つでも多く

また、『2030・2050』の目標達成に向けて市衛生連地球温

暖化対策専門部会、町内会の皆様と一緒にサステナブル（持

続可能な）に取り組んで参ります。

「お母さんと一緒に」

「どんぐりの苗（写真上」」

「2022年5月植樹イベント（写真上）」
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わたしたちのまちは、みんなできれいにしましょう。

ストップごみ有料化！家庭ごみマイナス100ｇ
　令和４年４月現在で、家庭からの市民一人一日あたりのごみの量は489ｇで、これまで81グラム減少し

ました。目標達成のマイナス100ｇまで、あと19ｇ。生ごみの水きりや古紙の分別など、身近にできるご

み減量で目標を達成しましょう。スマートフォンなどで手軽にごみ出し日やごみの分別方法がわかるアプリ

もご活用ください。

　〇家庭ごみの現状やごみ減量ＰＲ動画

　ＰＲ動画の視聴はこちらから

　〇資源物・ごみ分別アプリ「さんあ～る」
　　・資源物・ごみの品目名から分別を検索できます。

　　・収集日のお知らせ機能もあります。

　　・アプリは無料で利用できます。

　　　

　　　　　　　　　ダウンロードはこちらから

　　　　　Phone&iPad　　　　　　　　Android
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衛生害虫の発生源をなくしましょう。

鹿児島市では、CO2排出量の削減に向けて
各種助成をしています。ぜひご活用ください。

■太陽光発電システム・ＨＥＭＳ等に対する助成について
　ご家庭が排出するCO2の約65％はご使用の電力に由来し、CO2は地球温暖化の大きな原因となっています。
太陽光発電はCO2を排出せずに電力をつくることができ、設置費用も以前よりお安くなってきているようです。
鹿児島市では補助制度も設けておりますので、ぜひご検討ください。
◇対象者
　　個人住宅：自ら居住する個人住宅に設置する者、同システムが設置された個人住宅を購入する者　等
　　共同住宅：マンション等の共用部分に使用する目的で設置する分譲マンションの管理組合、貸与住宅の所有者　等
　　事 業 所：所有建物に自らが使用する目的で設置する事業所
◇対象システム・助成額
※共同住宅及び事業所は①のみ対象
　①太陽光発電システム
　　個人住宅：１ｋＷあたり1万5千円（上限額：15万円）
　　　　　　　（②と同時に新設することが必要）
　　共同住宅：１ｋＷあたり2万円（上限額：20万円）
　　環境管理事業所でない事業所：１ｋＷあたり1万5千円（上限額：30万円）
　　環境管理事業所：１ｋＷあたり3万円（上限額：60万円）
　②ＨＥＭＳ（ホーム・エネルギー・マネジメント・システム）
　　1万5千円（①と同時に新設することが必要）
　③リチウムイオン蓄電池
　　7万円（①・②と同時に新設することが必要）
　④家庭用燃料電池
　　7万円（①・②と同時に新設することが必要）
◇その他
　助成には事前の申請が必要です。詳しくは鹿児島市再生可能エネルギー推進課までお問い合わせください。
　※予算には限りがあり、予算額に到達したら申請期間内でも受付を終了します。

■次世代自動車（電気自動車や燃料電池自動車など）の購入に対する助成について
◇対象者
　次世代自動車等を自ら使用する目的で導入する鹿児島市内の個人・事業者
　※リースは４年以上の契約が対象
◇対象車種・１台あたりの助成額
　燃料電池自動車　30万円　　　電気自動車　10万円
　クリーンディーゼルトラック・バス　５万円
　その他Ｖ２Ｈ充電設備やハイブリッドトラック・バスも対象になります。
　※V２H充電設備は電気自動車と同時購入で、鹿児島市内に本社・営業所を有する事業者が設置する場合に限る。
◇その他
　助成には事前の申請が必要です。詳しくは鹿児島市再生可能エネルギー推進課までお問い合わせください。
　※予算には限りがあり、予算額に到達したら申請期間内でも受付を終了します。

【問い合わせ先】鹿児島市　再生可能エネルギー推進課	 電話　０９９－２１６－１４７９
	 ＦＡＸ０９９－２１６－１２９２

一般材木・木材加工・新建材

〒891-0115　鹿児島市東開町 10-4-3　電話（099）269-6057 FAX（099）269-1412

有限会社 松田材木店
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私たちの地域で　地球温暖化対策に努めましょう。

 

 

 

 

 

 水洗トイレのお宅でも単独処理浄化槽でしたら、台所・洗濯・風呂

などの生活雑排水が処理されずにそのまま川などに流れ込み、水辺が

汚れる大きな原因となっています。 

 そのため、鹿児島市はより良い水辺環境をつくるために、公共下水道事業計画

区域以外の地域で、既存の単独処理浄化槽・くみ取り槽から合併処理浄化槽（全

ての生活排水を浄化します）へ設置換えする方のために補助金を交付する制度を

設けています。 

※新築（建て替えを含む）の建物は補助対象外です。 

  
人槽区分 補助金の額 

5 人槽 722,000 円 

 7 人槽 804,000 円 

10 人槽 938,000 円 

11～20 人槽 1,017,000 円 

21～30 人槽 1,371,000 円 

31～50 人槽 1,748,000 円 

                  

 

                                                           

単独処理浄化槽・・・・トイレのみ処理する浄化槽です。 

合併処理浄化槽・・・・トイレのほか、台所やお風呂等の雑排水まで処理する浄化槽です。 

※１０名以上で浄化槽（補助制度等）に関する説明のご希望がありましたら、こちらから伺います。 

 

 

 

※上記の金額は、既存の単独処理浄化槽又

はくみ取り槽からの設置換えに対する上

乗せ補助（39万円）を含む金額です。 

合合合併併併処処処理理理浄浄浄化化化槽槽槽へへへののの転転転換換換のののおおお願願願いいい   

【浄化槽設置補助制度について】 

※数値は１人が１日に出す汚れの量をＢＯＤで表したもの。 
※ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）とは、汚水中の有機物が微生物 
の増殖あるいは呼吸作用により酸化される際に消費される酸素量の

ことで、ＢＯＤが高いほど水質汚濁度が高い。 
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ポイ捨て禁止！　ルールを守ろう。

浄化槽管理者（浄化槽使用者）の３つの義務 
法定検査 

浄化槽の放流水質（BOD 等）が法令に基づく水質基準を満た

しているか、また、保守点検・清掃等の維持管理と浄化槽の使

い方が適正であるかを判定します。 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

                                          

 
                                                             

10 人槽以下の 

法定検査(定期検査) 

について 

問合わせ先 ⿅児島県知事指定検査機関   
公益財団法⼈⿅児島県環境保全協会   

  ℡ ０９９－２９６－９０００ 
https://www.kagoshima-kankyou.or.jp 

鹿児島県では、令和 2 年４月１日から国が定
める浄化槽ガイドライン検査から、検査内容を
効率化した検査方法に変わりました。 

４年のうち１回の検査員による検査と４年の
うち３回の採水員による検査となります。 
※国の指導で、他県と同様に毎年検査すること
になりますが、１回あたりの検査手数料は引き
下げました。 

保守点検 
浄化槽の機能を正常に保

つための点検、調整、修

理、消毒剤の補給、送風機

の調整等を行います。 

清 掃 
浄化槽内にたまった汚

泥、異物等の引き出し

及び機器類の洗浄、清

掃を行う作業です。 

※問題がある浄化
槽は改善されるま
で毎年ガイドライ
ン検査を行います。

浄化槽を設置されている方へ 

※鹿児島県では浄化槽法に基づき、公益財団法人鹿児島県環

境保全協会が知事の指定検査機関として指定されています。 

検 査 手 数 料 改 定 

6,000 円/回  5,000 円/回 
※単独浄化槽の検査手数料は現行のとおり 4,000 円/回 

〔採水員検査は 3,000 円/回〕 
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ごみ減量　マイバッグからはじめましょう。

【問い合わせ先】
　鹿児島市環境政策課
　TEL：099-216-1296
FAX：099-216-1292

(株)永田シロアリ研究所

 イカリ消毒(株)鹿児島営業所

 (有)クリーンシステム鹿児島 (株)南日本総合サービス
(有)大和消毒

★種子島地区
(株)南風消毒

奄美消毒
(有)奄美通商

 (有)エコ九州

(有)クリンテック美佐

(有)新徳シロアリ
 (有)国生シロアリ

ねずみ・昆虫等防除から疫病対策まで　皆様を有害生物からお守りする

　　所属会員
(有)南洋消毒
★大隅地区

一般社団法人　鹿児島県ペストコントロール協会

(有)ナンカイ白蟻

〒８９２－０８４1　鹿児島市照国町3-21-3階　電話・Ｆａｘ　０９９－２２７－７４６４

★鹿児島地区

　の所属会員です　私達は

 (株)鹿児島有恒社
 (有)環　境

★奄美地区
(株)西日本シロアリ

(有)日東防疫

(有）南日本シロアリ
(有)ハクエイシロアリ

　鹿児島市は、2050年までにCO2排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティか
ごしま」の実現に向けて取り組んでいます。「ゼロカーボンシティかごしま」とは、省
エネ（エネルギーを減らす）や創エネ（エネルギーを創りだす）により、ＣＯ２排出量
を減らし、森林などのＣＯ２吸収量を増やす取組をみんなで進めていくことです。ゼロ
カーボンに向けた取組を進めていると、「具体的に何をすればよいのか分からない」、「取
組がどれくらいCO2排出量の削減につながるのか分からない」というご意見をいただ
きますので、鹿児島市が新たに作成した脱炭素型ライフスタイルをまとめた「ゼロカー
ボンチャレンジシート」を紹介します。

「脱炭素型ライフスタイルに挑戦！ゼロカーボンチャレンジシート」
　鹿児島市のゼロカーボンの実現には、2030年までに、市民ひとりあたり年間で3,900kgのCO２を減らす
必要があるといわれています。「ゼロカーボンチャレンジシート」を参考に、脱炭素型ライフスタイルに挑戦
してみませんか。ここでは、その一部を紹介します。なお、ここで表した数字は、各取組を１年間続けた場合
のＣＯ２削減量です。（出典：脱炭素型ライフスタイルの選択肢（国立環境研究所等））

　「ゼロカーボンチャレンジシート」には、他にも脱炭素型ライ
フスタイルを掲載しています。また、シートの取組に挑戦した世
帯を対象に、抽選でエコグッズが当たるキャンペーン（令和４年
１０月１４日締切）を実施していますので、市ホームページをぜ
ひご覧ください。

「ゼロカーボンシティかごしま」
ロゴマーク

鹿児島市では、2050 年までに CO2 排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティかご

しま」の実現に向けて取り組んでいます。「ゼロカーボンシティかごしま」とは、省エネ（エネル

ギーを減らす）や創エネ（エネルギーを創りだす）により、ＣＯ２排出量を減らし、森林などの 

ＣＯ２吸収量を増やす取組をみんなで進めていくことです。ゼロカーボンに向けた取組を進

めていると、「具体的に何をすればよいのか分からない」、「取組がどれくらい CO2 排出量

の削減につながるのか分からない」というご意見をいただきますので、鹿児島市が新たに

作成した脱炭素型ライフスタイルをまとめた「ゼロカーボンチャレンジシート」を紹介します。 

 

「脱炭素型ライフスタイルに挑戦！ゼロカーボンチャレンジシート」 

 鹿児島市のゼロカーボンの実現には、２０３０年までに、市民ひとりあたり年間で 3,900ｋｇの CO2 を減らす必

要があるといわれています。「ゼロカーボンチャレンジシート」を参考に、脱炭素型ライフスタイルに挑戦してみま

せんか。ここでは、その一部を紹介します。なお、ここで表した数字は、各取組を１年間続けた場合のＣＯ２削減量で

す。（出典：脱炭素型ライフスタイルの選択肢（国立環境研究所等）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「ゼロカーボンチャレンジシート」には、他にも脱炭素型ライフスタイル

を掲載しています。また、シートの取組に挑戦した方を対象に、抽選で 

エコグッズが当たるキャンペーン（令和４年１０月１４日締切）を実施

していますので、市ホームページをぜひご覧ください。 

自宅でクールビズ・ウォームビズ 

 

 

自宅の電球を LED に 

エコドライブを行う 

 

 

市内移動を公共交通機関で 

 

食品ロスをゼロに 

 

 

バランスの取れた食事に

衣類を長く着る 

 

 

家具を長く使う 

 

 

-90kg

-90kg

-1８0kg

-440kg

-50kg

-120kg

-180kg

-30kg

自宅の電球をすべて LED

に置き換える 

夏は軽装、冬は厚着で 

エアコンの電力を節約 

燃費を良くするため、
加速・減速の少ない
運転などを心掛ける

通勤・通学以外の移動は

電車やバスを利用する 

食べ残しを減らし、
食料生産に必要な
エネルギーを削減

食生活のバランスを整え、
食料生産に必要な
エネルギーを削減

衣類の購入量を減らし、

生産に必要なエネルギー

を削減 

家具の購入量を減らし、

生産に必要なエネルギー

を削減 

二次元 

コード 

市ホームページ 

「ゼロカーボンシティかごしま」

ロゴマーク 

家 移
動 

食 買
物 

【問い合わせ】 
 鹿児島市環境政策課 
  TEL：099-216-1296 
  FAX：099-216-1292 

市ホームページ
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ごみステーションは、町内会が設置・管理しています。みんなできれいにしましょう。

「ごみステーションが改善された」
～　玉里団地東第一町内会　坂口会長・平原環境部長に聞く　～

玉里団地東第一町内会は、歩道がない市道の一角にごみ

ステーションを設置している場所や、その場所はかなり交

通量も多く、ごみが大量に出た場合は、車の離合に支障を

きたしていました。また、「もやせるごみ」の日には、カラス、

アナグマの出没でごみの散乱を引き起こしている状況でし

た。町内会では、カラス等の対策として新たにブロックの

土台に木杭を打ち込み、民地の方の協力をいただき、塀ブ

ロックに「ごみ飛散防止ネット」を取り付け立体型のごみ

ステーションを設置いたしました。

このことから、地域住民のごみの出し方もよくなり、ごみ分

別の徹底がなされ、また、ごみ収集後の清掃当番も、ごみを出

す方々皆さんの協力をいただき、最近は、カラス等の被害も少

なくなりました。

今後は、それぞれのごみステーションの場所・状況に応じて、

ごみステーションの維持・管理を行っていく予定です。

玉里団地東第一町内会では、ごみ出しのマナー、ごみの分別、

ごみの散乱防止の徹底を図るため、「マナーを守ろう！ゴミは

ネットの中に入れよう！」などの標語を入れた独自の看板を作

成し、現在、３ヶ所のごみステーションに設置しました。今後、

ごみ出しマナー違反等の状況をみながら、残りのごみステー

ションにも設置する予定です。また、ごみステーョンの場所が

分かるように木杭に番号札も設置しました。

（写真左：平原環境部長・右：坂口会長）
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 町内会は、同じ地域に住む皆さんが、住みよい 

 

 

 

 

 

 

 

・町内会加入促進用ポスター・チラシ・加入促進ハンドブック 

 の作成、提供 

  希望する町内会には市で作成した加入促進用ポスター・ 

チラシ・加入促進ハンドブックを提供しています。 

・市民課窓口等での転入者等への加入促進リーフレット配布 

  鹿児島市への転入者等に対し、加入を呼びかけています。 

 ・県宅建協会、大手不動産会社等への協力依頼 

 ・大学入学時のオリエンテーションでの案内 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿児島市は互いに支えあう温もりある地域社会の形成を図るため、８月の「町内会加入促進月間」

において、広く市民の皆様に町内会活動への参加を呼びかけてまいります。町内会においても、さら

に活動を活性化するため、未加入の方への加入促進にも積極的に取り組みましょう。 

町内会に関するお問合せは、鹿児島市役所地域づくり推進課（☎216-1214）または、各支所へ 

谷 山（☎269-8403）   伊 敷（☎229-2111）   吉 野（☎244-7113） 

吉 田（☎294-1211）   桜 島（☎293-2346）   東桜島（☎221-2111） 

喜 入（☎345-1112）   松 元（☎278-2112）   郡 山（☎298-2111） 

～8 月は町内会加入促進月間です～ 

・みんなの町内会応援事業（町内会加入促進活動支援補助金）    

町内会が実施する加入促進活動に必要な勧誘チラシ、粗品、ポスター、横断幕、のぼり旗等の作 

成その他直接必要な経費の一部を助成します。 

○補助率 チラシ・粗品等戸別訪問に要する経費：３分の２、その他の経費：２分の１ 

○限度額 ６万円（申請は年１回まで）   ※必ず事業実施前に申請書を提出してください。 
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＜お問い合わせ先＞ 

鹿児島市 環境衛生課 

○Ｔ 099-216-1300 

○Ｆ 099-216-1292 

＜鹿児島市の主な取り組み＞  
①町内会一斉駆除支援

 ②住宅内侵入防止用薬剤の無償配布

 ③液剤散布用噴霧器の貸出

 ④委託業者や職員による薬剤散布
 

など

 
＜ヤスデの防除方法＞ 
①下草刈りやコケ落とし等を実施し、日当たりの悪いジメジメした場所をなくしましょう。

②ヤスデの餌となる落ち葉等を処分し、生息しにくい環境づくりに努めましょう。

 ③薬剤等を適正に使用し、住宅内への侵入を防止しましょう。 
＜その他＞ 
　環境衛生課では液剤散布用の噴霧器を貸し出しております。また、町内会主体で行う自主駆除活動
に資機材の貸出や駆除指導支援を行っております。詳しくは、環境衛生課へお問い合わせください。

 

＜ヤスデの生態＞  

※環境衛生課で配布している住宅内侵入防止用薬剤については、

自宅の敷地内において使用方法・使用上の注意を正しく守り、責任を

持って使用してください。また、ヤスデをガスバーナ等の火で焼く行

為は、危険ですので決して行わないでください。

集団移動前の
発生源対策に！
誘引・摂食させて駆除！

細粒タイプで粉立ちが
なく、雨に強い！
家屋周辺の防除に！

直接処理するか、又は
塀等の垂直面に使用する
ことを目的とした液剤！

本 社 鹿児島市南栄2丁目9     TEL(099)268-7588

～ 場面にあった製剤でヤスデを駆除！ ～

事業防除用
事業防除用 一般用 一般用

粉剤タイプで垂直面にも
処理しやすい！
家屋周辺の防除に！
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大自然の中で、家族と友達と
みんなで楽しめる場所

霧島の大地に実る色とりどりの旬の果実

霧島の大自然に抱かれて過ごす、とっておきの時間。
広大な果物の楽園で思い出に残るひと時をお過ごしください。

果物農園が提案する旬のフルーツを楽しむお店


